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西岡市長による人件費の増大などで

経常収支比率が急速に悪化
この折れ線グラフは、小金
井市の経常収支比率の推
移です。私の要求で、財政
課が作成し、市議会に提出
しています。
経常収支比率（グラフ上
の「A」）は、地方自治体の
財政状態を示す最も代表
的な指標であり、70～80％
が健全な状態とされ、数字
が大きくなるほど財政状態
が厳しくなり、100％を超え
る場合は経常一般財源で
経常経費がまかなえないと
いう危機的状況を意味しま
す。
グラフが平成 11 年度から
始まっているのは、その年
度に稲葉前市長が初めて
市長に就任したからです。
西岡市長が市長に就任した
のは平成 27 年 12 月でした。したがって平成 27 年度までの決算は稲葉前市長の組んだ当初予算で執行され
たもので、西岡市長の責任は平成 28 年度分からということになります。
小金井市の経常収支比率は、稲葉市政では平成 18 年度まで改善が進みましたが、その後、稲葉前市長自
身が認めているとおり「中だるみ」が始まって悪化。最後はまた改善傾向・・・。という流れでした。私は、市民の
皆さんといっしょに、市役所職員の高額手当を削減することを求める直接請求署名運動を行うなど、「中だるみ」
に対して厳しく対応してきました。結果として、人件費の削減などの効果で、平成 27 年度には 90.8％にまで改
善が進みました。
しかし、西岡市長は、就任するやいなや、市役所職員の地域手当を大幅に引き上げ、その後もボーナスの引
き上げなどを行いました。結果として、経常収支比率は、平成 28 年度決算が 92.7％、29 年度決算が 94.3％、
30 年度が暫定数値ながら 102.6％、31 年度は当初予算ベースで 104.3％にまで悪化しています。
5 月 15 日、私は市議会の行財政改革推進調査特別委員会の委員に就任しました。人口が類似した市に比
べて多すぎる小金井市の職員数、議員定数の削減に向けて全力で取り組んでまいります。

市議会がすべての役職を改選

正副議長は再選

小金井市議会は、2019（令和元）年 5 月 15 日の臨時議会において、議会のすべての役職を改選しました。市議会議員の
任期は 4 年間ですが、新時代「令和」のスタートとなる任期後半の 2 年間はこの体制で運営していくことになりました。
正副議長は 24 人の議員による投票で選出されました。結果として正副議長とも再選されました。

議長選 五十嵐京子＝15 票 無効票（白票）＝9 票
議長
副議長
監査委員
総務企画委員会
厚生文教委員会
建設環境委員会
議会運営委員会
庁舎及び福祉会館建設等
調査特別委員会
行財政改革推進調査特別
委員会
広報協議会

新庁舎建設における議会施
設の在り方検討会
昭和病院企業団議会
湖南衛生組合議会
東京た ま広域資源循環組
合議会
東京都十一市競輪事業組
合議会
東京都六市競艇事業組合
議会
東京都後期高齢者医療広
域連合議会
浅川清流環境組合議会
三多摩上下水及び道路建
設促進協議会
青少年問題協議会
交通安全推進協議会
民生委員推せん会
市民健康づくり審議会
国民健康保険運営協議会
都市計画審議会
消防団運営審議会
小金井市土地開発公社評
議員会
空家等対策協議会

市議会の会派構成

副議長選 森戸洋子＝23 票 無効票（白票）＝1 票

五十嵐京子
森戸洋子
篠原ひろし
◎村山ひでき／〇片山薫／渡辺大三 鈴木成夫 湯沢綾子 河野律子 たゆ久貴 宮下誠
◎紀由紀子／〇沖浦あつし／白井亨 坂井えつ子 渡辺ふき子 田頭祐子 五十嵐京子
森戸洋子
◎板倉真也／〇吹春やすたか／岸田正義 小林正樹 斉藤康夫 水上洋志 遠藤百合子
篠原ひろし
◎小林正樹／〇岸田正義／吹春やすたか 坂井えつ子 湯沢綾子 斉藤康夫 水上洋志
◎白井亨／〇渡辺ふき子／吹春やすたか 村山ひでき 鈴木成夫 坂井えつ子 湯沢綾子
小林正樹 斉藤康夫 たゆ久貴 篠原ひろし 森戸洋子
◎遠藤百合子／〇水上洋志／渡辺大三 岸田正義 沖浦あつし 片山薫 河野律子 田頭祐子
紀由紀子 宮下誠 板倉真也
□渡辺大三／◇たゆ久貴／吹春やすたか 村山ひでき 岸田正義 白井亨 片山薫
坂井えつ子 河野律子 渡辺ふき子 小林正樹 斉藤康夫 田頭祐子 篠原ひろし 森戸洋子
□斉藤康夫／◇湯沢綾子／渡辺大三 鈴木成夫 沖浦あつし 白井亨 片山薫 坂井えつ子
田頭祐子 水上洋志 たゆ久貴 遠藤百合子 紀由紀子 宮下誠 篠原ひろし
宮下誠 板倉真也
坂井えつ子 水上洋志
湯沢綾子
渡辺大三 斉藤康夫
渡辺大三 斉藤康夫
河野律子（任期は令和元年 7 月 1 日まで）
鈴木成夫 小林正樹 田頭祐子 遠藤百合子
水道＝斉藤康夫 下水道＝渡辺ふき子 道路＝坂井えつ子
白井亨 片山薫 湯沢綾子 紀由紀子 板倉真也
吹春やすたか
沖浦あつし
たゆ久貴
渡辺ふき子 田頭祐子 たゆ久貴 遠藤百合子
吹春やすたか 村山ひでき 白井亨 渡辺ふき子 斉藤康夫 水上洋志 遠藤百合子 紀由紀子
森戸洋子
渡辺大三 鈴木成夫 河野律子
渡辺大三 鈴木成夫 岸田正義 沖浦あつし 白井亨 坂井えつ子 湯沢綾子 河野律子
斉藤康夫 田頭祐子 水上洋志 五十嵐京子 紀由紀子 宮下誠 篠原ひろし 板倉真也
村山ひでき
◎＝委員長 〇＝副委員長 □＝座長 ◇＝副座長

5 人会派が 1 つ、4 人会派が 3 つ、1 人会派が 7 つです。

自由民主党・信頼の小金井（5 人）＝遠藤百合子、湯沢綾子、吹春やすたか、河野律子、五十嵐京子／日本共産党小金井市議
団（4 人）＝水上洋志、板倉真也、たゆ久貴、森戸洋子／小金井市議会公明党（4 人）＝宮下誠、紀由紀子、渡辺ふき子、小林
正樹／みらいのこがねい（4 人）＝鈴木成夫、村山ひでき、岸田正義、沖浦あつし／小金井をおもしろくする会（1 人）＝白井亨／こ
がねい市民会議（1 人）＝斉藤康夫／情報公開こがねい（1 人）＝渡辺大三／改革連合（1 人）＝篠原ひろし／生活者ネットワー
ク（1 人）＝田頭祐子／市民といっしょにカエル会（1 人）＝片山薫／緑・つながる小金井（1 人）＝坂井えつ子

